
編集後記

秋晴れの心地よい季節となりました。過ぎてしまえば、
あのうだるような暑さも夏の思い出に変わります。
今年度も、運動会をスタートに講座や交流サロンが開催され、
早くも前半が終わろうとしています。
皆様にとって、一つでも楽しい思い出となっていれば嬉しいです。
センターが心落ち着く場所、安心できる場所になるように、これ
からも取り組んでいきたいと思います。
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草津市立障害者福祉センター
発    行

〒525-0025 草津市西渋川二丁目９番３８号
　「渋川福複センター」2Ｆ

ＴＥＬ：０７７－５６９－０３５１
　　　 ０７７－５６９－０３５６（相談）
ＦＡＸ：０７７－５６９－０３５４

ホームページ
●http://www.kusatsu-fukushi.com
　( 草津市立障害者福祉センター )
●http://www.shinshinren.or. jp
　(ＮＰＯ法人草津市心身障害児者連絡協議会 )
Mail： kusatsu-fukushi1@swan.ocn.ne.jp

４月～８月 活動報告

４月　教養文化講座開講　１３講座 ７月　いきいきふれあい交流サロン「ふくふく夏祭り」

５月　第３２回草津市いきいきふれあい大運動会 ８月　障害者デイサービス「夏祭り」 

６月　いきいきふれあい交流サロン「組みひも体験教室」 

　　　草津サロン「ミュージックケア」

　　　職場体験学習の受け入れ「松原中学校」

障害種別障害種別 満足

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満足

不満足

無回答

■身体障害
■知的障害
■精神障害
■発達障害
■高次脳機能障害
■難　病
■その他
■無回答
■障害なし
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教養文化講座教養文化講座
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0.0% 
0.0% 0.0% 

交流サロン他交流サロン他
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平成 28年度　センターの利用に関するアンケート調査　結果報告
（アンケート回答　延べ１１４名）　

　

利用者さんの声

交流サロン他
色々な企画があって面白い。
もちつき大会は毎年楽しみ♪

教養文化講座
先生がステキ。分かりやすく教えて
もらえる。

デイサービス
入浴とリラックスできる雰囲気が好き。

相談支援
親切丁寧に話を聞いて対応してくれる。

　平成２８年１２月１０日～平成２９年３月３１日の期間中、センターをご利用されている方を対象にアンケート
を実施させていただきました。多くの方々にご協力いただき誠にありがとうございました。皆様からの貴重なご意
見は、今後のサービスの向上に役立てていきたいと思います。

 

 

学習室を各種団体の研修会・総会・レクレーション活動等にご活用いただけます。草津市の団体で、
障害者の福祉の増進を目的として活動されている団体に限ります。

◆休 館 日  日曜日、祝日、年末年始
◆利用時間　午前９時～午後５時
◆お申込み　申請書に必要事項を記入のうえ窓口にてお申込みください。
　　　　　　初めて利用される場合は、事前に団体登録が必要です。

貸館利用のご案内貸館利用のご案内

消防訓練実施について
８月 22日（火）に、渋川福複センター

全館で合同消防訓練を実施しました。

湖南西消防署の方にも来ていただき、

消火訓練と避難経路の

確認をしました。



ふくふくふくふく
平成29年7月29日（土）

　サマーライブはハワイアンからジブリまで♪ライブの前に
ポンポンを作って盛り上がりました。おやつはフルーツ杏仁
豆腐！楽しかった～♪ボランティアの皆様、ありがとうござ
いました。

どんな魚が釣れるかな？

平成29年度

　むれやま荘のみなさんに教わりながらストラップ作りをし
ました。色のパターンは３種類、好きな色の組み合わせの台
を選びます。
ちょうどいい長さまで編んで金具をつけたら出来上がり。楽
しかった！キレイ！と、皆さんとっても嬉しそうでした♪
フェルトでオリジナルしおりも作りました。

８本の糸を順番に動かして！ 約１時間で完成♪

13：30～ 15：30 13：30～ 15：30平成29年6月10日（土）
 ７月

と　き：平成29年5月21日（日）
ところ：草津市立総合体育館
と　き：平成29年5月21日（日）
ところ：草津市立総合体育館

今年度より、草津市長には大会特別顧問にご就任いただきました。当日は、多くのご来賓の方々をはじめ、
選手、ボランティア、介助者、家族の皆さんなど合計 625 名の方が大会を盛り上げてくださいました。
ご協力いただきありがとうございました。

50m走！ゴールめざして！

チーム対抗リレー！　応援にも熱が入ります！
大玉ころがし！息を合わせ

て♪

楽しくてパンは美味しいよ♪

よさこいソ
ーラン！笑

顔はじける
♪

選手宣誓！堂々と元気よく！

障害がある方もない
方も年齢も関係なく
ともに楽しく集い交流する行事です

開講期間　平成２９年４月～平成３０年３月
障害のある方を優先に、市内に在住か通勤（園）
している方ならどなたでも申し込みできます。

教養文化講座教養文化講座

★いっしょにご飯
★楽しい絵遊び
★楽しい美術
★ホッとタイム
★パソコン教室

★絵手紙教室
★いきいきアート
★元気アップ体操
★楽しいスポーツ
★陶芸教室
★生花とアレンジメント
★みんなで歌おう

ホッとタイム　
歌とおしゃべり♪おやつにゲーム♪
ホッとタイム　
歌とおしゃべり♪おやつにゲーム♪

　精神に障害をもたれている方が対象のサロンです。
（手帳の有無は問いません）
のんびり話をしたり、お菓子を食べたり、ゲームをし
たり、ゆっくりと過ごすことができます。
サロンの時間内でしたら、いつでも参加できます。

松原中学校  職場体験学習松原中学校  職場体験学習
　６月１２日（月）～１６日（金）の５日間、松原中学
校２年生３名が職場体験学習に来られました。
　色々なセンターの仕事をしてくれました。

喫茶ホップで初めての接客！
ドキドキしたよ

感想…喫茶ホップやデイサービスの皆さんは、とても
優しくて頼もしい方ばかりでとっても安心できました。
たくさんのことを教えてもらい、感じ、学ぶことがで
きました。本当にありがとうございました。

楽しい美術　
自由に自分らしく
表現しよう♪

楽しい美術　
自由に自分らしく
表現しよう♪

デイサービスで食レクのお手伝い。

クレープとミックスジュース♪廊下や階段も

お掃除しました

廊下や階段も

お掃除しました

　８月２３日（水）～２６日（土）は、毎年恒例の夏ま
つりでした。今年のお楽しみメニューは、ほかほかのた
こ焼きとチョコバナナ！ゲームにもチャレンジして楽し
い時間を過ごしました♪

障害者デイサービス

夏まつり
障害者デイサービス

夏まつり

ミュージック ・ ケア
～加賀谷式音楽療法～

ミュージック ・ ケア
～加賀谷式音楽療法～

草 津 サ ロ ン

【日時】毎月　第１・３金曜日　
　　　　午後１時３０分～午後４時まで

　ふれあいボランティア登録会員募集！　ふれあいボランティア登録会員募集！
　センターでは、行事やイベントなどのおてつだいをしてくださる方を募集しています。また、障害者
施設などからボランティア活動の依頼があったとき、希望に沿った活動の紹介をさせていただきます。
登録はセンター窓口へお越しください。

６月 体験教室体験教室 夏祭り

ラブ
フレンドリーさん

２匹のもぐらが
上から下から

ステキな笑顔がいっぱい♪ステキな笑顔がいっぱい♪

「入るかな～？」50点 !!

「入るかな～？」50点 !!

「打て～」パン !! もぐらだよ～♪もぐらだよ～♪

特別サロン

　６月１６日（金）には、講師にミュージック・ケア
滋賀研究会びわこさんをお迎えして「ミュージック・
ケア」を開催しました。
　音楽に合わせて体を動かしたり、大きな布にボール
を乗せてゆらゆらと動かしたり、心身に心地よい刺激
を受けながら自然と笑顔の輪が広がって、とても素敵
な時間でした。

センター行事のパネル作り♪
廊下に展示してます

チョコバナナ
美味しそう♪
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平成29年7月29日（土）

　サマーライブはハワイアンからジブリまで♪ライブの前に
ポンポンを作って盛り上がりました。おやつはフルーツ杏仁
豆腐！楽しかった～♪ボランティアの皆様、ありがとうござ
いました。

どんな魚が釣れるかな？

平成29年度

　むれやま荘のみなさんに教わりながらストラップ作りをし
ました。色のパターンは３種類、好きな色の組み合わせの台
を選びます。
ちょうどいい長さまで編んで金具をつけたら出来上がり。楽
しかった！キレイ！と、皆さんとっても嬉しそうでした♪
フェルトでオリジナルしおりも作りました。

８本の糸を順番に動かして！ 約１時間で完成♪

13：30～ 15：30 13：30～ 15：30平成29年6月10日（土）
 ７月

と　き：平成29年5月21日（日）
ところ：草津市立総合体育館
と　き：平成29年5月21日（日）
ところ：草津市立総合体育館

今年度より、草津市長には大会特別顧問にご就任いただきました。当日は、多くのご来賓の方々をはじめ、
選手、ボランティア、介助者、家族の皆さんなど合計 625 名の方が大会を盛り上げてくださいました。
ご協力いただきありがとうございました。

50m走！ゴールめざして！

チーム対抗リレー！　応援にも熱が入ります！
大玉ころがし！息を合わせ

て♪

楽しくてパンは美味しいよ♪

よさこいソ
ーラン！笑

顔はじける
♪

選手宣誓！堂々と元気よく！

障害がある方もない
方も年齢も関係なく
ともに楽しく集い交流する行事です

開講期間　平成２９年４月～平成３０年３月
障害のある方を優先に、市内に在住か通勤（園）
している方ならどなたでも申し込みできます。

教養文化講座教養文化講座

★いっしょにご飯
★楽しい絵遊び
★楽しい美術
★ホッとタイム
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ホッとタイム　
歌とおしゃべり♪おやつにゲーム♪
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歌とおしゃべり♪おやつにゲーム♪

　精神に障害をもたれている方が対象のサロンです。
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のんびり話をしたり、お菓子を食べたり、ゲームをし
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貸館利用のご案内貸館利用のご案内

消防訓練実施について
８月 22日（火）に、渋川福複センター

全館で合同消防訓練を実施しました。

湖南西消防署の方にも来ていただき、

消火訓練と避難経路の

確認をしました。


